
※記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。
※本カタログ記載の仕様は、その後の改良により変更することがあります。
※本カタログの内容は、2018年3月現在のものです。
※当社は、ISO9001（1995年5月）とISO14001（2000年3月）の認証を取得しております。
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〒211-0012   神奈川県川崎市中原区中丸子13-2   野村不動産武蔵小杉ビルN棟
0120-860-242   http://www.fujitsu.com/jp/fsas/

●お問い合わせ

1995年5月、品質管理マネジメントシステムの国際規格である「ISO9001」を取得

2000年3月、環境マネジメントシステムに関する国際規格である「ISO14001」を取得

認証範囲は、グルーブ会社の富士通工フサス・カスタマサービス、富士通工フサス東日本カスタマサービス、
富士通工フサス東海カスタマサービス、富士通工フサス北陸カスタマサービス、富土通工フサス関西カスタマサービス、
富土適工フサス四国カスタマサービス、および冨士通工フサス太陽。

 「ISO9001」 取得

2006年8月、個人情報の取り扱いについて、適切な保護の体制を整備している事業者に対し付与する
プライバシーマーク認定である「JIS Q 15001」を取得

 「プライバシーマーク認定」 取得

2006年11月、お客様の情報システムのライフサイクルを支えるシステム運用サービスの分野にて、
ITサービスマネジメントシステム（ITSMS）の国際規格である「ISO20000」 を取得

 「ITサービスマネジメントシステム ISO20000」 取得

2005年4月、富士通の製品保守サービスの分野にて取得し、2016年3月から、富士通工フサス単独での製品保守、
サービス部門にて、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格である「IS027001」を取得

 「ISMS適合性評価制度 IS027001」 取得

2012年8月、富土通インフラサービスグループとして、保守サービス事業が、
「ISO22301（事業継続マネジメントシステム）」の第三者認証を世界で初めて取得

 「事業継続マネジメントシステム ISO22301」 取得

 「ISO14001」 取得

富士通エフサス
セキュリティソリューションカタログ



退職した元従業員が、売上情報など数万件の
営業関連データを無断で持ち出し、第三者に
転売しようとした内部不正が発覚。従業員教
育や情報の管理体制の見直しなど、再発防止
策と事後対応にコストと時間がかかりました。

内部不正による
情報漏えい4

海外では、自動車の制御システムの脆弱性を
悪用されることによりブレーキを無効化される
被害や、Webカメラの脆弱性を悪用される
ことにより盗撮される被害が発生しています。

IoT機器の
脆弱性の顕在化5

モバイル端末の紛失や盗難時に備えた遠隔
でのロック機能や正規ユーザーのみを認証す
る対策が不十分であったがために、機密情報
が漏えいしてしまう事故が急増しています。

働き方改革に
起因する事故の発生6

攻撃者は、某金融機関の会員登録サイトを
精巧に模倣した偽サイトを作成、フィッシン
グメールを送付。正規サイトと思い込んだ
利用者は、クレジットカード情報などを入力
し、個人情報を窃取されてしまいました。

Webサービス
からの個人情報の窃取3

攻撃者は取引先企業の担当者になりすま
し、偽装PDFファイルを送付。従業員が
添付ファイルを開いてしまったことにより
ウイルスに感染し、数百万件の顧客情報
が流出しました。

標的型攻撃による
情報流出2

危険は身近なところに潜んでいます。
セキュリティの事故被害 は日々発生しています。

進化し続けるサイバー攻撃には、 ICTシステムによる防御に加え、
とらえる日々の運用が重要です。   導入後の最新化や異常を早期に

被害に遭われた企業／団体は、セキュリティ　 対策をしていなかったわけではありません。
  ICTシステムの多様化、サイバー攻撃の日々の巧妙化　 により、被害に遭ったことに気付きにくくなっています。

ようやく気付いた時には被害が拡散・・・　 ということが身近に起こっています。   

某製造業の企業で生産設備用PCがランサム
ウェアに感染。感染端末が暗号化され、国内
工場の生産は一時停止する事態に。再発
防止策の検討やウイルスの隔離などの事後
対応に膨大な工数とコストが発生しました。

ランサムウェア
による被害1

脅威のトレンドセキュリティ
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入れない（入口対策）・広めない（内部対策）・流出させない（出口対策）

不正接続

紛失・盗難

働き方改革に伴う「テレワーク」のリスク脆弱性を突き内部に入り込む「標的型攻撃／ランサムウェア」

関係者を装い、不正プログラムを埋め込んだ
添付ファイルを利用者に開かせます。

巧妙な手口で、ウイルスを仕込んだ
偽サイトへのアクセスを促します。

不正プログラムが
潜んでいるメール

標的者（標的企業）攻撃者

偽装メールの送信 開封！

攻撃者 偽サイト

偽サイトに誘導

悪質なウイルス

仕掛け

標的型攻撃 パターン3：不正アクセス

標的型攻撃 パターン2：偽サイト

パターン1：偽装メール標的型攻撃

攻撃者は標的者になりすまし
不正アクセスを行い、情報を搾取します。

標的者 企業/政府機関攻撃者

攻撃者

社外から
アクセス

モバイル端末で
予定・メールを確認

自宅

出張先

客先

攻撃 不正アクセス

ランサムウェア OSの脆弱性をつき、PCやサーバなどを使用不可能な状態にしたのち、
元に戻すことを引き換えに「金銭」を要求します。

社内PC 企業/政府機関

身近に潜むリスク

私用のWebサイト閲覧 外部媒体の接続 不正な情報持ち出し

あいつも
見ているし、
良いだろう

ばれない
だろう・・・

ヒューマンエラー／内部不正による「情報漏えい」

セキュリティに関する個人の意識は様々‥
従業員による悪意ある不正の他、油断やミスから重大な事故に繋がるケースも多々あります。

DATA

業務で
必要なんだ！

多分、大丈夫

攻撃者

攻撃、金銭の要求

サーバ

標的者

自宅やサテライトオフィス、出張先や移動中など場所に捉われずに働く「テレワーク」により、社外でモバイル端末を
利用する機会が増え、情報漏えいの危険性が高まります。

社内
ネットワーク

覗き見移動中

詳しくはP5-6へ

安心・安全に業務ができる「テレワーク」を実現 詳しくはP7-8へ

脅威は外部侵入者だけじゃない。社内の不正を未然に防ぐ 詳しくはP9-10へ

なりすまし！
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脆弱性を突き内部に入り込む「標的型攻撃／ランサムウェア」 ヒューマンエラー／内部不正による「情報漏えい」働き方改革に伴う「テレワーク」のリスク

有
効
な
製
品

サ
ー
ビ
ス

入口対策

●次世代ファイアーウォール
●不正侵入検知／検疫
●Webサイト攻撃防御

●スパムメール防御
●ウイルス侵入防止
●認証強化

外部への
拡散

不適切な
アプリケーション

の利用

ゲートウェイ
侵入

情報の搾取
感染端末を
ロック／暗号化

他部門への
拡散

未知の
ウイルス

こんな対策があります
標的型攻撃に対する有効な対策として、外部から社内システムに「入り込む」部分についての対策（入口対策） はもちろん、万が一侵入した脅威が発動した場合でも、外部への情報流出などの最悪の事態を防ぐ対策（出口対策）
も必要になってきています。さらに、社内に侵入された場合も不正な潜伏活動をいち早く見つけ、拡散を防ぐ 対策（内部対策）を講じることが重要です。

インターネット

ファイアー
ウォール

他部門

社員社員

攻撃者

サーバ

他部門

侵入！

ウイルスを侵入させない／アクセスの制御

出口対策

●ポリシー運用
●保存データ暗号化
●不正外部通信の検知

●ウイルス漏出防止
●Webフィルタリング

データの暗号化／不審な通信の検知

●各種認証維持
●ウイルス対策（クライアント/サーバ/ネットワーク）
●未知のウイルス対策

未知のウイルス侵入の早期検知／
ウイルス定義ファイルの最新化

内部対策

●パッチ配布、適用　●バックアップ
ポリシー運用/社内ルールの徹底

次世代ファイアーウォール
iNetSec Inspection Center
（PFU）
iNetSec SF
（PFU）

検疫
PaloAlto PAシリーズ
（パロアルトネットワークス）
FortiGate
（フォーティネット）

WatchGuard Fireboxシリーズ
（ウォッチガード）
IPCOM
（富士通）

ポリシー運用
i-FILTER
（デジタルアーツ）
m-FILTER
（デジタルアーツ）

ウイルス対策（ネットワーク） ウイルス対策（エンドポイント） ポリシー運用

入口・出口対策 内部対策

ゲートウェイ ネットワーク エンドポイント

□  インターネットの出入口にウイルスを検知する仕組みはありますか。
□  業務端末で未知のウイルス対策を実施していますか。

□  パソコンにセキュリティソフトを導入し、定義ファイルを最新の状態に保っていますか。
□  OSおよび利用ソフトウェアは常に最新の状態へのアップデートができていますか。

※本ページ記載の製品の他、富士通エフサスの取扱製品は、P18に掲載しております。

入れない

流出
させない

広めない

参考価格 4万円～/一回
（インターネットサーバ、1IP）

参考価格 8万円～/月額
（WatchGuard）

◆FUJITSU Security Solution ウイルスふるまい検知サービス
既知未知を問わずシステム内部に入り込んで潜伏する不正な活動を検出・分析します。

◆FUJITSU Security Solution 次世代エンドポイント運用サービス
エンドポイントで脅威を検知するツールの運用代行（監視・設定変更・ログ分析 等）を行います。

参考価格55万円～/月額
（スタンダード運用サービス）

参考価格 62万円～/月額
（Traps、100台）

参考価格 1.7万円～/月額
（1台）

◆FUJITSU Security Solution 脆弱性診断サービス
インターネット／イントラネットサーバへ疑似アタックを行い、外部からの不正アクセスに対する
脆弱性や、パッチ未適用の内部サーバに入り込んだ脆弱性の有無を診断し、レポートをご提供します。

参考価格 5.5万円～/年額
（パスポート for Web）

◆FUJITSU Security Solution セコム電子証明書サービス
サーバ接続時の認証を強化し通信を暗号化することで、安心・安全なWebサイトの利用を可能に
します。

◆FUJITSU Security Solution サーバ脆弱性保護サービス
ウイルス対策、脆弱性対策、セキュリティログ監視等、サーバ保護に必要な機能を集約した
TrendMicro DeepSecurityの機能と、附随する運用サービスをセットで提供します。

◆FUJITSU Security Solution 次世代ファイアーウォール運用サービス
正規のポートを利用した通信の不正検知・制御を実現する次世代ファイアーウォールの運用代行
（監視・ログ分析等）を行います。

※参考価格には、別途初期費用などがかかる場合があります。詳細はお問い合わせください。

SKYSEA Client View
（Sky）
ISM CloudOne/QNDシリーズ 
（クオリティソフト）
FUJITSU Security Solution IT Policy N@vi
（富士通）

Deep DiscoveryTM Inspector
（トレンドマイクロ）
SubGate
（ハンドリームネット）

Trend Micro Deep SecurityTM

（トレンドマイクロ）
ウイルスバスターTM コーポレートエディション Plus
（トレンドマイクロ）
Traps 
（パロアルトネットワークス）

対策できていますか？
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働き方改革に伴う「テレワーク」のリスク脆弱性を突き内部に入り込む「標的型攻撃／ランサムウェア」 ヒューマンエラー／内部不正による「情報漏えい」

対策できていますか？

資産管理／操作制限

社外（外出先/移動中） 社内

こんな対策があります
近年、テレワークを中心とした働き方改革が推進されており、自宅やサテライトオフィスなど場所に捉われずに 働くシチュエーションが増えています。そのため、スマートデバイス（スマートフォンやタブレット）利用や個人
所有の端末を業務活用（BYOD）している企業も増加しており、セキュリティ対策の必要性が高まっています。

アプリ
ダウンロード

リモートロック
未設定

業務利用
（BYOD）

デバイス認証
なし

データ
不正持ち出し

 

デバイス管理
なし

 

スマートデバイス インターネット

自宅／サテライトオフィス

検疫システム

データ 機密サーバ

DATA
DATA

DATA

紛失

盗難

有
効
な
製
品

認証強化（ネットワーク認証）

SKYSEA Client View （Sky）
ISM CloudOne/QNDシリーズ （クオリティソフト）
FENCE-G （富士通ビー・エス・シー）

NetAttest EPS （ソリトンシステムズ）

モバイルデバイス管理
FUJITSU Security Solution FENCE-Mobile RemoteManager （富士通ビー・エス・シー）
Microsoft 365 （日本マイクロソフト）

不正利用対策

認証対策

紛失対策

データ消去
LIFEBOOK （CLEASURE対応） （富士通）
ARROWS Tab （CLEARSURE対応） （富士通）

テレワークとは、ICTを活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方で、自宅を就業場所とする「在宅勤務」、施設に
依存せず、いつでも、どこでも仕事を可能にする「モバイルワーク」、サテライトオフィスやスポットオフィスを就業場所
とする「施設利用型勤務」等をいいます。オフィススペースや空調利用などのオフィス全体のコストや、交通費等の
削減になる一方、通信の盗聴・傍受やモバイル端末の紛失や盗難に備えるなど、万全な対策が求められます。

企業にとってテレワークのメリット・デメリットは？

●検疫　●Webフィルタリング　●アプリケーション制御

正規アプリケーションの導入／最新化

入口
対策

出口
対策不正アプリ対策

出口
対策

●保存データ暗号化　●仮想化
●データ消去（リモートロック・ワイプ）

紛失／盗難時のリモートロック

紛失対策 出口
対策

●認証強化　●各種認証維持

正規のユーザー機器のみ接続を許可

●検疫　●操作制限　●アプリケーション制御

PTPモード／MTPモードによる
データ転送を遮断

不正利用対策 内部
対策

入口
対策

ネットワーク／デバイス認証 入口
対策

攻撃者

なりすまし！

※本ページ記載の製品の他、富士通エフサスの取扱製品は、P18に掲載しております。
サ
ー
ビ
ス

不正利用対策／紛失対策

認証対策

◆FUJITSU Managed Infrastructure Service スマートデバイス-LCMサービス
スマートデバイスの導入から運用までワンストップでご提供。端末のセキュリティコントロールや
万が一の盗難・紛失時のリモートデータ消去など、お客様に代わって対応します。

参考価格 80万円～/月額
（iPad  100台）

◆FUJITSU Managed Infrastructure Service FENICSⅡ ユニバーサルコネクト
PCやスマートフォンなど、様々なデバイスを社内イントラネットにセキュアーに接続するネットワーク
サービスです。

参考価格 14万円～/月額
（100ID）

◆FUJITSU Infrastructure System Integration デスクトップ仮想化サービス
クライアント環境（O S、アプリケーション、データ等）をサーバ側に集約することで、パッチの
一括適用や端末側のデータ流出リスクの低減を可能にするサービスです。

参考価格 490万円～/一括
（システム設計・構築）

◆FUJITSU Software IDリンク・マネージャー長時間残業抑止
ポップアップ表示や強制ログオフ機能により、勤務外のPCの利用を制限し業務時間外の不正な
操作を予防します。

参考価格 54万円～/一括
（ライセンスのみ、50ユーザー）

参考価格 7万円～/年額
（プライベートCA、10ユーザー）

※参考価格には、別途初期費用などがかかる場合があります。詳細はお問い合わせください。

◆FUJITSU Security Solution セコム電子証明書サービス
セコムトラストシステムズで厳重管理されている認証局にて信頼性の高い証明書を発行し、正しい
デバイスからのみ接続を許可するなど、なりすましを防止するサービスです。

内部
対策

□  持出用端末は、紛失や盗難に備えディスク暗号化やデータ消去などの対策を実施していますか。
□  セキュリティポリシーに違反する業務端末や持ち込み端末の接続を遮断する仕組みはありますか。

□  パソコンにセキュリティソフトを導入し、定義ファイルを最新の状態に保っていますか。
□  業務に関係のないWebサイトへのアクセスを制御する仕組みを導入していますか。 
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働き方改革に伴う「テレワーク」のリスク脆弱性を突き内部に入り込む「標的型攻撃／ランサムウェア」 ヒューマンエラー／内部不正による「情報漏えい」

対策できていますか？ □  情報セキュリティポリシーに違反する業務端末や持込端末の接続を遮断する仕組みはありますか。

情報漏えいは、外部からの攻撃だけではなく、内部（従業員）による悪意ある不正持ち出し、「自分は大丈夫」と いう油断、さらには業務中の操作ミスから発生していることにも目を向ける必要があります。

不正な
持ち出し

不正な
外部通信

私用Webサイト
閲覧

私用USB接続メール誤送信

不審な
添付ファイル
開封

こんな対策があります

ID管理サーバ

機密サーバ

インターネット ファイアーウォール
●特権ID管理
●資産管理
●操作制限

正規の利用者に限定したアクセス制限

社内

認証強化

●操作履歴
●証跡管理

操作時の画面録画、操作ログ保存

履歴管理 内部
対策

●パッチ配布・自動適用
●教育
●操作制限

従業員のセキュリティ意識向上

ポリシー運用 内部
対策

●Webフィルタリング
●メール誤送信対策
●不正な外部通信の検知

外部への漏出防止

ポリシー運用 出口
対策

内部
対策

入口
対策

証跡管理有
効
な
製
品

ESS REC/ESS AdminControl （エンカレッジ・テクノロジ）
ALogConVerter （網屋）
InfoTrace MarkII for Cyber （ソリトンシステムズ）

入退出管理
入退室管理システム SGシリーズ （富士通）

認証強化（ICカード・静脈認証、指紋）
SMARTACCESS/Premium （富士通）
PalmSecure （富士通）

履歴管理 認証

メール誤送信対策
FUJITSU Security Solution ShieldMailChecker
（富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ）

情報漏えいは、内部の人間が引き起こす過失の原因が約8割、故意や外部攻撃によるものが約2割と言われて
います。内部の理由とは、管理ミス、誤操作、紛失などのヒューマンエラー。内部の人間の認識不足や不注意を
いかに解決するかが大切です。しかし、ミスを100％防ぐことは、残念ながらできません。経営者から従業員まで
誰もが当事者になる可能性があるのです。最悪の場合、当事者や、情報管理者の責任問題に発展する可能性も
あります。従業員を守るためにも、万が一を想定した対策をしておくことが重要です。

情報漏えいの原因は内部にあり！？

※本ページ記載の製品の他、富士通エフサスの取扱製品は、P18に掲載しております。サ
ー
ビ
ス

データ保護

ポリシー運用

◆FUJITSU Security Solution
機密情報保護&共有ソリューション（Rightspia® for Secure Documents）
ドキュメントの権限管理・情報漏えい防止を実現。　管理者や利用者の負担を増やすことなく、
シンプルな運用で強固に機密情報を保護します。

参考価格 17万円～/月額
（Rigtspiaライセンスのみ、100ユーザー）

◆FUJITSU Infrastructure System Integration デスクトップ仮想化サービス
クライアント環境（O S、アプリケーション、データ等）をサーバ側に集約することで、パッチの
一括適用や端末側のデータ流出リスクの低減を可能にするサービスです。

参考価格 490万円～/一括
（システム設計・構築）

※参考価格には、別途初期費用などがかかる場合があります。詳細はお問い合わせください。

参考価格 100万円～/一括◆FUJITSU Security Solution 標的型メール訓練サービス
疑似的な攻撃の体験により、標的型メール攻撃に対する的確な知識と判断能力を身につける
ことができます。

参考価格 150万円～/一括◆FUJITSU Infrastructure System Integration オフィスまるごとイノベーション
「セキュアーな環境」と「空間デザイン」を融合するワークスタイルソリューションを提供します。

●認証強化
●履歴管理
●二要素認証

適切なアクセス制御と正当な
アクセス権の識別・認証

入退出管理 入口
対策

□  シンクライアント導入など、利用者端末への機密情報の保存を防ぐ仕組みがありますか。
□  業務端末で行われた操作ログを取得し、万が一のときに確認できるようにしていますか。
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問診による可視化

ツールによる可視化

セキュリティ対策は場所（入口・出口・内部）や対策状況に合わせて異なり、かつ多岐にわたっています。
現状のセキュリティ環境を認識した上で、偏りのない管理・仕組みづくりをすることがセキュリティ対策
において重要です。

どこから対策をしてよいかわからない・・・　そんなお悩みをお持ちの方。
まずは、現状を把握（可視化）することが、対策のファーストステップとなります。

◆FUJITSU Security Solution ウイルスふるまい検知サービス アセスメント
標的型攻撃検知ツールにて、お客様ネットワークを流れる不審な通信ログを精査。アセスメント期間に検知し
た要注意アラームや、対処策などのアドバイスを加えたレポートをご提供します。

参考価格 120万円～/一回

◆FUJITSU Security Solution 標的型メール訓練サービス
訓練対象者宛てに疑似メールを配信し、URLのクリック状況や事後アンケート結果をレポートでご提供します。
標的型メール攻撃に対する利用者の耐性を可視化し、メール開封時の意識の変化を促します。

参考価格 100万円～/一括

◆FUJITSU Security Solution 脆弱性診断サービス
インターネット／イントラネットサーバへ疑似アタックを行い、外部からの不正アクセスに対する脆弱性や、
パッチ未適用の内部サーバに入り込んだ脆弱性の有無を診断し、レポートをご提供します。

参考価格 4万円～/一括
（インターネットサーバ1IP）

◆セキュリティ対策にはバランスが重要

セキュリティレベルが高い セキュリティレベルが低下

一部セキュリティレベルが
低下すると

全体のセキュリティレベルも
低下します。

バランスが大切！

セキュリティリスクが高くなる安心・安全

近年 IoTという言葉がより身近となり、今ではトイレの空き状況をスマートデバイスで知ることが可能となりました。
ものづくりの現場では、工場内の機械をネットワークにつなげることで現状をデータで把握し、企業内や企業間で
現場のデータを共有して更なる改善に取り組んでいます。あらゆるモノがネットワークにつながり便利になる一方で、
ネットワークが複雑となりシステム管理者が全容を把握することが困難になってきました。会社のセキュリティレベルを
維持するためにはセキュリティの有識者の知識に加えて、ツールによる可視化を行うことで変化するシステム環境を
確認し、高度化するサイバー攻撃に適宜対策することが重要です。

『つながるネットワーク』で重要なこと

◆セキュリティ対策診断 
全50問の質問にご回答いただき、対策状況を診断します。結果は、「セキュリティカルテ」として、ご報告いたします。

①問診票
　（チェックシート）準備

当社

③シートの分析
 　対策状況を診断

②チェック実施

お客様

④診断結果の
　グラフをご提供

セキュリティ推進体制
に関する質問

利用者の行動規範
に関する質問

様々な対策の運用方法
に関する質問

セキュリティレベルを維持するために

ポリシー運用

ポリシー策定
データ保護

アクセス
コントロール

ログ監視

不正アクセス
対策

不正アクセス
対策 ウイルス

対策

ウイルス
対策

ポリシー運用

データ保護
アクセス

コントロール

ポリシー策定ログ監視

※参考価格には、別途初期費用などがかかります。詳細はお問い合わせください。

標的型対策

設問1～5 Yes が多い

テレワーク対策

設問6～10 Yes が多い

情報漏えい対策

設問11～15 Yes が多い

こんなお悩みありませんか。 ▶個人、もしくは部門（社内）の目線でチェックしてみてください。　

Yes ・ No

Yes ・ No

Yes ・ No

Yes ・ No

Yes ・ No

Yes ・ No

Yes ・ No

Yes ・ No

Yes ・ No

Yes ・ No

Yes ・ No

Yes ・ No

Yes ・ No

Yes ・ No

Yes ・ No

業務で使用するメールアドレスにスパムメールが頻繁に届く

業務に関係のないWebサイトにアクセスできる

Webサイトの改ざんにすぐに気づける仕組みがない

組織内にマルウェアが侵入しても発見できない

重要データをバックアップしていない

業務で使用するスマートフォンに「身元不明のアプリ」をインストールしている

外出先でノートPCやスマートフォンを接続する際、フリー Wi-Fiなどを使ってアクセスしている

ノートPCやタブレットの紛失時にリモートでロックする仕組みがない

外出先から社内ネットワークへアクセスする際、パスワードのみの認証に不安がある

ノートPCやタブレットの保存データを暗号化していない

組織内のパソコンがインターネットの不審なサーバと通信をしても検知できない

組織内のネットワークに管理者が許可していない機器が接続されてもわからない

パソコンのログインIDは、共有IDなどを使用しており個人ごとに一意のものを使用していない

情報漏えいが発生した場合、操作ログなど追跡手段がなく調査は難しい

メールの誤送信を防ぐには利用者自身が気を付けるしかない

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

詳しくはP5-6へ 詳しくはP7-8へ 詳しくはP9-10へ
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持ち出し端末の紛失

デスクトップ仮想化

保存データ暗号化

データ消去

ネットワーク暗号化

ポリシー運用

メール誤送信対策

アプリケーション制御

ウイルス漏出防止

不正な外部通信の検知

Webフィルタリング

有効性  の確認

安心の  可視化

DATA

DATA

DATA

様々な情報システム（ICT）への脅威と対策

不正アクセス

妨害・攻撃 DATA
DATA

DATA

機密情報の漏えい

不正入室 操作ミスシステムの不正利用

Webページ改ざん

マルウェアの侵入

パソコンの盗難

ルール無視ウイルス感染

入口対策（多重防御）

内部対策出口対策

出口  対策入口対策 内部対策
不正アクセス対策

改ざん検知

Webサイト攻撃防御

不正侵入検知

検疫

ファイアーウォール ウイルス侵入防止

スパムメール防御

ID統合管理

特権ID管理

認証強化

入退室管理

ウイルス・スパム対策

アクセスコントロール

データ保護 ポリシー運用

サーバウイルス対策

閉域網のウイルス対策

ウイルス対策

クライアントウイルス対策

ネットワークのウイルス対策

未知のウイルス対策

ゲートウェイ ネットワーク エンドポイント

富士通エフサスセキュリティMAP

攻撃者

インターネット

ファイアーウォール

利用者利用者

証跡管理

操作制限

各種認証維持

資産管理・モバイル管理

パッチ配布・自動適用

教育

ログ・監査 アタックテスト 異常検知

現状評価 基本方針 対策基準 実施手順 各種認証取得

不正アクセス監視 外部監査 ログ解析

セキュリティポリシーの策定

市場を騒がせている脅威や国・業界団体のガイドラインを踏まえ、各対策をバランスよく実施することが重要です。
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＜セキュリティ＞
●富士通セキュリティマイスター　　　　　　　　　     289名
●トレンドマイクロ認定資格　　　　　　　　　　　　 270名
　（TREND MICRO Certified Security Expert）
●情報セキュリティスペシャリスト　　　　　　　　　　 53名
●情報セキュリティマネジメント 　　　　　　　　　　　26名

＜ネットワーク＞
●CCIE （Cisco Certified Internet Expert） 　　　　　 12名
●CCNP （Cisco Certified Network Professional） 　145名
●ネットワークスペシャリスト　　　　　　　　　　　　 33名

＜プロジェクトマネジメント＞
●PMP（Project Management Professional）　287名

＜サービスマネジメント＞
●ITIL V3/2011 Expert　　　　　　　　　　　　 86名

＜コンサルティング＞
●ITコーディネータ（コンサルティング）　　　　　　71名　

お任せください① 全国に広がるサービス網 お任せください③ セキュリティ技術者

お任せください④ セキュリティライフサイクルの実現

お任せください② 高品質な専門センター

※富士通LCMサービスセンター ： 全国4ヶ所に設置。24時間365日の監視やグローバルヘルプデスク、トラブル対応などを実施
※OSC：One-stop Solution Center ： サーバ、ストレージから、OS、各種ミドルウェアまで、多種多様なオープン製品、当社が取り扱う他社製品のトラブルに迅速に対応。

全国CE拠点

各LCMサービスセンター/OSC※

ハード障害修理

インシデント対応
●現象確認（隔離・ログ回収）
●復旧作業

監視通報

連携

監視通報

出動指示復旧支援

お客様

安心・安全なサービス提供を支える 体制・基盤　　　　

全国約160ヶ所の拠点、約5,500名のサービスアカウントエンジニアが、ICTインフラの設計・構築・導入・展開、
運用・保守から、業務運用にいたるまで万全の体制でお客様をサポートします。

セキュリティホームドクターとは

セキュリティ基本スキルを身に付けた認定者が、「顔の見える相談役」として、お客様への
情報発信、セキュリティ対策状況のヒアリング・可視化（診断）やアドバイスを行います。

［2018年1月末現在］
［当社社員（出向含む）全体］

［2018年1月末現在］
［当社社員（出向含む）全体］

◆セキュリティホームドクター（社内認定制度）866名

◆技術資格

富士通館林LCMサービスセンターにてSOC/NOC※機能を提供し、インシデント発生や予兆の早期発見など運用サービスを提供

セキュリティの企画、設計･構築から導入後の運用までトータルにサポートし、「安心･安全」でお客様にとって最適な

ICTシステム環境の提供が可能です。また、当社では、数多くのセキュリティ対策製品を取り扱っており、各種サービスと
の組み合わせにより、お客様にとって最適なサービスをご提案いたします。

※Security Operation Center/Network Operation Center ： セキュリティ/ネットワークの専門的な技術を持つエンジニアにより日々の運用を支援

品質監視
トラブル予兆診断

ネットワーク

稼働監視
リソース管理

システム

ログ解析
早期異常検知

セキュリティ相関分析
（SIEM）

富士通館林LCMサービスセンター

24時間365日

サービス

アセス
メント

構築 トラブル
対応

改善提案

監視

製 品

マルチ
ベンダー

自主開発
プロダクト

富士通
プロダクト

セキュリティ
ホームドクター

1.現状確認

4.運用 2.企画・設計

3.導入・展開

SOCとはSecuri ty  Operat ion Center（セキュリティオペレーションセンター）の略称で、24時間365日、ネット
ワークやデバイスの監視をし、サイバー攻撃の検出と分析、対応策のアドバイスを行う役割や組織を意味します。
富士通エフサスでは、24時間体制で不正通信やウイルスの潜伏を早期に検知し、セキュリティインシデントの
未然予防に努めます。万が一被害にあった際は、セキュリティエキスパートが迅速な一次対処に向けご支援し被害の
最小化に貢献します。

富士通エフサスのSOCとは
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入口 /出口対策の機能強化を安価に行いたい

インターネット

Wi-Fi

業務システム

データセンター

クラウドサービス アプリ制御

物理制御

MDM（デバイスマネジメント）

「スマートデバイス-LCMサービス」をご提案
●タブレットPCとWi-Fiモバイルルータをセットで配布 ▶そのセット以外では通信が不可能にし、物理制御を実現
●対象業務以外のサイトへのアクセスをMDMクラウド内で制御 ▶リモートロック、アプリのアップデート等、MDM経由で適応するため、常に最適な環境を維持

攻撃者

課題

事例①A社様 高度なセキュリティ製品の運用をアウトソーシングしたいお客様

外出時の端末の盗難・紛失、ネットサーフィンからのウイルス感染が心配課題

事例②B社様 スマートデバイスの業務利用を検討中のお客様

大量の検出通知や製品ログから、どこを見て調査するのかわからない課題

事例③C社様 有事に対応できる運用体制を整え、機密情報を強固に守りたいお客様

LCMセンター

セキュリティエキスパート

● インフラ機器運用
● セキュリティインシデント受付
● ログ採取

● セキュリティ機器ログ解析
● 対処支援

富士通エフサス

サーバ群
ADサーバ

クライアント端末
操作ログ

ファイアー
ウォール

Proxy
コアスイッチ

標的型攻撃
検知センサー

お客様環境

富士通エフサスお客様環境

詳細調査
対処支援

検知・調査

運用支援

ログ採取
レポート提供

「SOCの運用支援」をご提案
●各種セキュリティ機器やシステムのログを突き合わせて分析 ▶不正アクセスの予兆や情報流出が疑われる危険操作がないか、潜在的な脅威を監視&調査

「次世代ファイアーウォール運用サービス」をご提案
●次世代ファイアーウォール機器を導入 ▶脆弱性攻撃への備えを強化するとともに、次回のアンチウイルス機器のリプレース費用を低減
●導入機器の運用作業を代行 ▶セキュリティエキスパートによる運用代行で、導入後の検知状況をレポートで可視化

考察を含めた
レポート作成、提供

IPSシグネチャ調整※

運用者
（セキュリティエキスパート） ※誤検知/過検知調整

分析レポート

リモート運用支援脆弱性を狙う
攻撃も遮断！

将来的には次世代ファイアーウォールに
アンチウイルス機能を集約！

ウイルス対策ゲートウェイ
ファイアーウォール
アンチウイルス

次世代ファイアーウォール
（不正侵入防御）

PaloAlto PAシリーズ FortiGate UTM WatchGuard Fireboxシリーズ

トレンドマイクロ PFU エンカレッジ・テクノロジ

デジタルアーツ

skyセコムトラストシステムズ

SubGate

導入事例 取扱製品一覧

次世代
ファイアーウォール

PaloAlto PAシリーズ

FortiGate UTM

WatchGuard Fireboxシリーズ

IPCOM

iNetSec Inspection Center

iNetSec SF

SHieldWARE NE

NetAttest EPS

PalmSecure

セコムパスポートfor Web

プライベートCA

入退出管理システム SGシリーズ

i-FILTER

m-FILTER

SHieldMailChecker

Finaｌcode

Deep DiscoveryTM Inspector 

SubGate

Trend Micro Portable Security 2TM

Trend Micro Deep SecurityTM

Traps

ESS REC

ESS AdminControl

ALog ConVerter

InfoTrace MarkII for Cyber

IT Policy N@vi

Portshutter Premium

FENCE-G

Microsoft 365

SKYSEA Client View

ISM CloudOne/QNDシリーズ

FENCE-Mobile RemoteManager

SMARTACCESS/Premium
SMARTACCESS/Virtual

富士通ソーシアル
サイエンスラボラトリ

富士通ソーシアル
サイエンスラボラトリ

富士通ソフトウェア
テクノロジーズ

LIFEBOOK/ARROWS Tab
（CLEARSURE対応）

ウイルスバスターTM

コーポレートエディション Plus

Systemwalker Desktop Patrol/
Systemwalker Desktop Keeper

Soliton SecureBrowser /
Soliton SecureGateway

検疫

特権ID管理

認証強化

入退出管理

Webフィルタリング/
メール誤送信対策

データの保護

データ消去

ウイルス対策
（ネットワーク）

ウイルス対策
（エンドポイント）

証跡管理

操作制限

資産管理・
モバイル管理

パロアルトネットワークス

フォーティネット

ウォッチガード

富士通

PFU

ソリトンシステムズ

富士通

セコムトラストシステムズ

富士通

デジタルアーツ

デジタルアーツ

富士通

トレンドマイクロ

ハンドリームネット

トレンドマイクロ

パロアルトネットワークス

エンカレッジ・テクノロジ

網屋

ソリトンシステムズ

富士通

ソリトンシステムズ

富士通ビー・エス・シー

日本マイクロソフト

富士通

Sky

クオリティソフト

富士通ビー・エス・シー

ポート番号だけでなく、アプリケーションを識別して制御が可能なファイアーウォール

UTM日本市場出荷台数NO1！標的型攻撃対策FortiSandboxと自動連携

アプリケーション通信の制御や幅広い脅威に対するネットワークセキュリティの強化を実現

リスクのある端末をネットワークから遮断する、 リスク対処のセキュリティアプライアンス製品

システムへの影響を最小限に実現可能な特権ID管理の最適ソリューション

確実な個人認証を実現し、ユーザーと管理者の利便性を向上

Web上の通信を暗号化し、ホームページの実在性を利用者に証明

お客様ブランドの証明書を発行する認証局をアウトソーシングでご提供

手のひら静脈による高精度の本人確認で確実な入退室管理を実現

高度・複雑化する標的型攻撃にも対応した業界No.1のWebフィルタリング

クライアントPCにインストールするだけで、社外に送信する前に誤送信を検出、送信を止めます

データ「内容」の漏えいを完全に防ぐ水際の情報漏えい対策ソリューション

USBメモリ型の検索ツールからウイルスの検索・駆除が可能

サーバの抱えるセキュリティ課題を6つのセキュリティ機能でトータルに解決

最新の脅威に対応した総合的なセキュリティ対策製品

不正なデバイスやネットワークを使わせないパソコンの情報漏えい対策

職務に応じたアクセスコントロールで、企業内部からの情報漏洩を防止

情報漏えい対策に必要な機能をIT資産管理とともにオールインワンで搭載

端末管理にウイルス対策、Webフィルタリング機能も装備

1つのアプライアンスでAPT（標的型攻撃）対策機能も実装したUTM製品
Threat Detection & Responseを活用することで、エンドポイントでの検知と対処も可能

ネットワークの利用者認証とPCやスマートデバイスの脆弱性を検査し、
パッチ未適用の端末を遮断、是正

電子証明書を使用したネットワーク認証に必要な機能をオールインワンで備え、
正しい端末・正しいユーザーのみネットワークに接続できる安全な環境を実現

誤送信から標的型メール攻撃まで多彩な情報漏洩対策、効率的なメールアーカイブ、
Office 365/Gmail環境に対応したメールセキュリティ

専用の通信モジュールを内蔵した端末の紛失・盗難発覚後に、
遠隔操作で対象端末のデータ消去（またはロック）の指示をすることが可能
複数の脅威検出エンジンにて、システム内部に潜伏するマルウェア等による不正通信を
相関的に分析する標的型攻撃対策アプライアンス
ネットワーク内部で発生するセキュリティ脅威を自動検知しブロック
閉域網などの特殊な環境化におけるウイルス蔓延の防御も可能 

ソフトウェア脆弱性を突くゼロデイ攻撃や、高度なマルウェア攻撃からパソコンや
サーバなどのエンドポイントを未然に保護するセキュリティソリューション
不正操作のリアルタイム監視によるアラート発信と動画とテキストによる
証拠性・監査性の高いシステム操作証跡

サーバからログを収集するログ管理ツール。重要情報を守るセキュリティ対策だけでなく、
ISMSやPマークなどの監査対応にも活用可能
サイバー攻撃、内部不正どちらにも対応可能なカーネルレベルでの高精度なログを取得、
インシデントの全容把握が可能
「セキュリティ」・「ICT資産統制」・「エコ」・「システム運用」の4つのICTポリシーに基づき、
お客様のICTガバナンス遵守を支援

端末にデータが残らないセキュアなブラウザから、
専用ゲートウェイ経由で社内Webやクラウドへ安全にアクセス

パソコンの資産管理、セキュリティと省電力対策
パソコンからの情報漏えい防止、印刷量の見える化

働き方改革に必要なツール（Office365、Windows10）と、
セキュリティ+端末管理をオールインワンで提供

IT資産管理に加え、セキュリティ対策やソフトウェア資産管理、MDM連携を実現
脆弱性管理をはじめとした様々なセキュリティ対策が可能

OSやデータベースの特権IDをエージェントレスで管理し、システム管理者の内部不正を防止
サイバー攻撃の内部対策にも有効

「手のひら静脈認証技術」という最高水準のセキュリティを提供する
生体認証（バイオメトリクス）装置

製品名 メーカー名 特　長

サポート
LCMセンター
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環境活動

「 1S014001」取得
2000年3月、環境マネジメントシステムに関する国際規格である「1S014001」を取得

品質保証活動

「 1S09001」取得
1995年5月、品質管理マネジメントシステムの国際規格である「1509001」を取得

認証範囲は、グルーブ会社の富士通工フサス•カスタマサー ビス、富土通工フサス東日本カスタマサー ビス、
富士通工フサス東海カスタマサー ビス、富士通工フサス北陸カスタマサー ピス、富土通工フサス関西カスタマサー ビス、
富土適工フサス四国カスタマサー ビス、および冨士通工フサス太陽。

「ブライバシーマー ク認定」諏得
2006年8月、個人情報の取り扱いについて、適切な保護の体制を整備している事業者に対し付与する
プライバシーマー ク認定である「JISQ15001」を取得

「事禦継続マネジメントシステム 1S022301」取得
2012年8月、富土通インフラサー ビスグループとして、保守サー ビス事業が、
「15022301 (事業継続マネジメントシステム）」の第三者認証を世界で初めて取得

「 ISMS適合性評価制虞 IS027001」取得
2005年4月、富士通の製品保守サー ビスの分野にて取得し、2016年3月から、富士通工フサス単独での製品保守、
サー ピス部門にて、情報セキュリテイマネジメントシステム(ISMS)の国際規格である「IS027001」を取得

「 ITサ ー ビスマネジメントシステム IS020000」取得
2006年11月、お客様の情報システムのライフサイクルを支えるシステム運用サー ビスの分野にて、
ITサー ビスマネジメントシステム(ITSMS)の国際規格である「IS020000」を取得

株式会社冒：ゴ戎璽工フサス

〒211-0012神奈川県川崎市中原区中丸子13-2野村不動産武蔵小杉ビルN棟
0120-860-242 http://www.fujitsu.com/jp/fsas/ 
※記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。

※本カタログ記載の仕様は、その後の改良により変更することがあります。

※本カタログの内容は、2018年3月現在のものです。

※当社は、 1509001(1995年5月）と ISO14001(2000年3月）の認証を取得しております。

●お問い合わせ

富士通工フサス

セキュリティソリューションカタログ

shaping tomo「「ow with you 
社会とお客様の豊かな未来のために

� 
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